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⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050

●7月18日㈰9：00～12：00（毎月第3日曜日開催） 
　日曜朝市 お得な商品や季節の野菜を多数販売

⓮田切の里
TEL.0265-98-5525

●7月14日㈬～17日㈯ 毎年恒例ひかり味噌販売会
* * *

⓯南信州とよおかマルシェ
TEL.0265-48-8061

●7月10日㈯・11日㈰ かあちゃんの味 即売会 ▼7月上旬～8月上旬 もも狩り
　（豊丘村各地）

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●7月25日㈰9：30～15：00 毎月最終日曜日に「道の駅フェスタ」を開催しています。 地元の方による「五平餅」「和菓子」「手
作り雑貨」のお店をはじめ「コーヒー」「ジビエ」などのキッチンカーも出店予定です。

⓰上矢作ラ・フォーレ福寿の里
TEL.0573-48-3366

●7月11日㈰10：00～14：00 「地の物感謝祭」 地元の食材や五平餅を始めとした地元食、地元の方々が作られた物品等々
でお客様をお待ちしております。

⓳夢さんさん谷汲
TEL.0585-56-3750 * * *

▼～7月10日㈯開園8：30～16：30 谷汲ゆり園

㉛大日岳
TEL.0575-72-5007

●7月10日㈯～10月17日㈰ ひるがのピクニックガーデン 7月10日㈯OPEN

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●7月22日㈭15：30開場／16：00開演（※要予約） 餌取雄一郎カルテット「Quitet Days」CDリリースツアー 
　レストランおがたまにて開催 ※チケット3,500円
●7月23日㈮～25日㈰ 草木染のある暮らし展in郡上
　生徒さんの作品の展示、販売（主催：ののはな草木染アカデミー下呂支部教室）

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●【時間短縮営業実施中】道の駅うすずみ桜の里・ねお 営業時間／9：00～16：30
　うすずみ温泉営業時間／11：00～19：00（最終受付：18：00）　レストラン／11：00～17：00
●毎週金曜日 うすずみ温泉入浴ポイント2倍デー ポイントカード新規加入の方にタオル1本と歯磨きセットをプレゼント！
●7月10日㈯・11日㈰ うすずみ温泉子供無料デー 3歳～小学生以下、お子様入浴料が無料になります。
●7月24日㈯ うすずみ温泉いい風呂の日回数券特売 大人回数券（12枚綴り）ご購入の方に入浴券2枚プレゼント！

�柳津
TEL.058-388-8719

●7月11日㈰、25日㈰（雨天中止） やなちゃんマーケット

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●7月3日㈯～7日㈬終日 七夕まつり 短冊を飾ろう
●7月25日㈰9：00～16：00 マスつかみサービスDAY * * *

�パレットピアおおの
TEL.0585-34-1001

●7月4日㈰ つながるマーケット 手作り雑貨販売
●7月10日㈯、18日㈰ 音楽イベント 楽器・演奏など
●7月10日㈯～19日㈪ 北海道うまいっしょ市 北海道特産物販売、周年祭

❹宇津ノ谷峠（藤枝側）
TEL.054-667-5080

●7月1日㈭～ 特別記念切符「日本遺産スタンプラリー」
　300枚限定スタンプラリー 
　※抽選で景品あり、予定枚数に到達次第終了

▼7月1日㈭～7日㈬ かしばやの七夕
　（岡部宿大旅籠柏屋）
▼8月1日㈰（※募集期間：7月10日㈯～27日㈫） 

旅籠の食事体験 対象：こども15人、小学生以
下※小3以下は保護者同伴（場所：岡部宿大
旅籠柏屋）

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●7月15日㈭10：00～ 開業20周年の感謝をこめ、ご来場されたお客様へ記念品をプレゼント！
●7月17日㈯13：00～ 「開業20周年企画 第四回じゃんけん王決定戦」 
　イメージ駅長のマリにゃんとじゃんけんで勝負！ 勝ち残った上位10名様には豪華賞品をプレゼント！

⓲潮見坂
TEL.053-579-3600

●～7月8日㈭ 七夕イベント 笹の木を飾り、来客に短冊をつけてもらう
* * *

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼7月11日㈰9：00～12：00 温泉場お散歩市 地元産品の販売やフリーマーケット、また、旅館が出品する掘り出し市も同時
開催（主催：伊豆長岡温泉、開催場所：伊豆長岡温泉南山荘前）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●7月1日㈭～8月7日㈯ 一日の七夕まつり 「願い事を短冊へ書きましょう」・・・願えば叶う・・・道の駅の玄関に短冊がありま
す。無料なので願い事を書いて飾りましょう！ 

　8月7日㈯ 早朝笹飾りを川へ流します。

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

▼～11月7日㈰ とよね里山スタンプラリー 豊根村を冒険しながらポンタスタンプを3コ集めて応募してね。抽選で村内の特
産品やペア宿泊券など、豪華賞品をプレゼント！（開催場所：村内の行楽施設20ヶ所）

▼～9月5日㈰9：00～15：00（木曜定休） 山の大自然 夏休みは川遊びで大満喫！
　渓流遊びして森林浴ができるよう、ハンモックや竿、タモなどを用紙しております！また、小さなお子様から大人の方まで楽

しめる巨大迷路もおすすめ♪（開催場所：グリーンステージ花の木）
▼7月上旬～ ブルーベリー摘み取り園OPEN 
　寒暖差によって濃く甘くなる豊根村ブルーベリー。村内でも標高差があるため、農園の開園日は異なり、標高の低い農園か

ら順に摘み頃を迎えます。（開催場所：村内9ヶ所のブルーベリー農園）
▼7月17日㈯9：00～17：00（※臨時休業あり） 渓流マスツリ場OPEN 
　期間限定のマスツリ場がオープンします！ 竿などの貸し出しもあるので手ぶらでOK！また、バーベキューも要予約で受付し

ております。（開催場所：茶臼山高原の麓にある川字連地区の「横平川」）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●～11月30日㈫ GoGoサイクルスタンプラリー（太平洋自転車道ナショ
ナルサイクルルート指定記念イベント） 自転車にて対象施設を利用ま
たは訪問してスタンプを集め渥美半島のお土産が当たる抽選に応募
できます。

●7月10日㈯ めっくんマルシェ

▼メロン狩り（場所：田原市各地）
▼～8月中旬 ブルーベリー狩り
　（場所：田原市各地）
▼7月24日㈭～令和4年3月31日㈭ 
　たはら巡り～な（場所：田原市一帯）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●7月1日㈭～7日㈬ 七夕飾り 
　笹の枝に、短冊に願いを書いてかざりませんか。
●毎週火曜日 どんぐりの湯 入浴ポイント2倍デー
　20ポイントで無料入浴券と交換いたします。
●7月2日㈮、16日㈮（毎月第1・3金曜日） どんぐりの湯 男性入浴ポイン

ト3倍デー20ポイントで無料入浴券と交換いたします。
●7月7日㈬、21日㈬（毎月第1・3水曜日） どんぐりの湯 女性入浴ポイン

ト3倍デー 20ポイントで無料入浴券と交換いたします。
●7月26日㈪ どんぐりの湯 入浴ポイント3倍デー
　20ポイントで無料入浴券と交換いたします。

▼7月1日㈭～4日㈰10：00～14：00 
　ラベンダーフェア ラベンダー狩り
　※お申し込み先：0565-83-3838
　（主催・場所：どんぐり工房）
▼7月～8月終日 稲武の四季を写そう写真大会入

賞作品展示（場所：観光案内所内）

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●7月2日㈮～20日㈫ 蓮の写真展 写真受付開始
* * *

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●7月3日㈯・4日㈰、10日㈯・11日㈰ とうもろこし収穫体験　●7月17日㈯・18日㈰ 露地桃店頭販売、とうもろこし店頭販売
●7月24日㈯・25日㈰ 夏のお買い得セール ハウスみかん・すいか店頭販売

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●7月～ カットフルーツ（地元産）、フローズンフルーツ販売開始　
●毎朝7：45～、8：45～ ラジオ体操で健康づくり ラジオ体操カード60ポイントで素敵なプレゼント
●毎週土・日曜日 店頭屋台販売 えびせん、果物、たこ焼など
●7月10日㈯（第2土曜日）、24日㈯（にしおの日） 自分で抹茶をたてる体験　
●7月20日㈫～ 気温の高い日にグリーンティサービス
●毎月24日 にしおの日 スタンプカードポイント2倍デー 500円で1ポイント20ポイントで地元名産品プレゼント

▼～8月29日㈰9：00～17：00開館（休館日：月曜日※祝日を除く） 岩瀬文庫企画展「塩」
　先人たちが行ってきた古代から近代までの塩づくりの歩みを紹介。また、新編西尾市史編さんに伴い発見された市内の

塩田関係も初公開。※観覧無料（場所：西尾市岩瀬文庫）
▼～12月28日㈫9：00～17：00開館（休館日：月曜日※祝日を除く） 尾﨑士郎記念館企画展「三河出身の作家との交流-佐々

木味津三と筒井敏雄-」 『人生劇場』で一世を風靡した作家・尾﨑士郎（吉良町出身）と、同郷の誼で親しく交流した二人の
作家を紹介。※観覧料：200円（中学生以下は無料）（場所：尾﨑士郎記念館）

▼7月3日㈯・4日㈰（※要事前申し込み） 図書館まつり 講演会、講座など（電話：0563-56-6200（西尾市立図書館））
▼7月10日㈯～8月29日㈰（休館日：月曜日※祝日を除く） 一色学びの館企画展「一色の塩づくりの歴史と人びとのくらし」 佐久島や塩

田をはじめとする一色の塩づくりの歴史と人々のくらしについて紹介。※観覧無料（場所：一色学びの館（一色町一色東前新田8））
▼7月30日㈮～8月1日㈰（※一部、要申し込み） MANABIフェスタ
　読み語り、リサイクルバザーなど（電話：0563-56-6200）（場所：一色学びの館（一色町一色東前新田8））

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●7月2日㈮ 毎月2日は「藤川宿ファン感謝デー」
　ガラポンでステキな景品をゲットのチャンス！
●7月2日㈮～4日㈰ 産直コーナー”夏祭り”
　・とうもろこし店頭販売　・スイカの重量当てクイズ（景品あり）他
●毎週水曜日 産直コーナー 玄米30円引きセール
●7月17日㈯・18日㈰ ニジマスのつかみ取り

▼7月20日㈫～10月10日㈰頃9：30～16：00 
　岡崎駒立ぶどう狩り 
　食べて！遊べて！一日中楽しめる！！
▼7月23日㈮開演13：30～ 
　第2回サロンコンサート”トロンボーンで世界旅行”
　（場所：岡崎市民会館）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催 軽トラ市 こだわりの小物やデザート等いろいろなお店が並びます。
　フリーマーケット フィギュアや雑貨、手作り小物が並びます。

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

●水曜ありがとうデー 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！ ぜひ、お越しください。
●～7月7日㈬ 七夕飾り　●～7月13日㈫ 【展示】（波瀬駅）第3回 徳見恭助 水彩・水墨画展
●～7月26日㈪ ［レストラン］『7月の松花堂弁当』 価格：990円
●～7月27日㈫ 【展示】川瀬寿男写真展～櫛田川の流れ
●～8月16日㈪ 【展示】（飯高茶屋）第2回 池澤哲行 書道展
●～9月9日㈭ ［レストラン］夏限定メニュー 価格：1,360円　●～9月28日㈫ ［いいたかの湯］ひやし湯
●7月1日㈭ ［いいたかの店］グリーンレシートキャンペーン 地域活性化のためにぜひご協力ください！
●7月1日㈭～8月12日㈭ ［いいたかの店］お中元キャンペーン
●7月24日㈯～ 【いいたかの店】道の駅 特別記念切符 配布開始！！
●7月27日㈫～8月30日㈪ ［レストラン］『8月の松花堂弁当』 価格：990円　●7月29日㈭～8月31日㈫ 【展示】福田良之 写真展
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～8月31日㈫ スマホでみえ得キャンペーン第4弾　・～11月30日㈫ ネットワークR166スタンプラリー
　・～2022年1月31日㈪ 宇陀・東吉野・香肌峡 温泉巡りスタンプラリー
　・～2022年3月31日㈭ ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼～7月26日㈪（投票期間：～7月11日㈰（会期中無休）） 「パラミタ陶芸大賞展」
　来館者の方に投票して頂きます。（場所：パラミタミュージアム）
▼7月18日㈰ 「第2回コスプレ撮影会」（場所：御在所ロープウェイ）

宇津ノ谷峠（藤枝側）

パレットピアおおの

柳津

木曽川源流の里　きそむら
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❸奈良井木曽の大橋
TEL.0263-52-0280（塩尻市役所）

●8月12日㈭ 夏祭り（鎮神社例大祭） 毎年8月12日の昼過ぎに、上町、中町、下町の袴姿の若衆が、鎮神社で囃子を奉納し
たあと、通囃子を演奏しながらゆっくりと宿場町を北に下っていきます。沿道の家々は窓を開け、家の前でお囃子が奉納
された後に、お酒や御馳走で若衆達をもてなします。（場所：鎮神社）

　※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる可能性があります。

⓭木曽川源流の里　きそむら
TEL.0264-36-1050

●8月15日㈰9：00～12：00（毎月第3日曜日開催） 日曜朝市 お得な商品や季節の野菜を多数販売

❺美濃白川
TEL.0574-75-2146

●8月29日㈰9：30～15：00（毎月最終日曜日） 「道の駅フェスタ」 地元の方による「五平餅」「和菓子」「手作り雑貨」のお店
をはじめ「コーヒー」「ジビエ」などのキッチンカーも出店予定です。

�古今伝授の里やまと
TEL.0575-88-2525

●8月6日㈮～20日㈮ スカイブルー絵画展 地元絵画サークルの作品展。みなさんの力作が展示されます。
●8月28日㈯ とんぼ玉販売 お手頃なものから、本格的な立体江戸花とんぼの展示販売を行います。

㊳うすずみ桜の里・ねお
TEL.0581-38-3430

●【時間短縮営業実施中】道の駅うすずみ桜の里・ねお 営業時間／9：00～16：30
　うすずみ温泉営業時間／11：00～19：00（最終受付：18：00）　レストラン／11：00～17：00
●毎週金曜日 うすずみ温泉入浴ポイント2倍デー ポイントカード新規加入の方にタオル1本と歯磨きセットをプレゼント！
●8月14日㈯・15日㈰ うすずみ温泉子供無料デー 3歳～小学生以下、お子様入浴料が無料になります。
●8月21日㈯ うすずみ温泉いい風呂の日回数券特売 大人回数券（12枚綴り）ご購入の方に入浴券2枚プレゼント！

�柳津
TEL.058-388-8719

●8月8日㈰、22日㈰（雨天中止） やなちゃんマーケット
* * *

�清流白川 クオーレの里
TEL.0574-72-2462

●8月29日㈰9：00～16：00 マスつかみサービスDAY

❹宇津ノ谷峠（藤枝側）
TEL.054-667-5080

▼8月1日㈰（※募集期間：7月10日㈯～27日㈫） 旅籠の食事体験 
　対象：こども15人、小学生以下※小3以下は保護者同伴（場所：岡部宿大旅籠柏屋）

❿川根温泉
TEL.0547-53-4330

●8月23日㈪ 川根温泉感謝デー　・とくとく回数券販売　・ウェルカムグリーンティー（川根茶でお出迎え）
　・ワンコインメニュー（茶そば、かつ丼、天丼）　・じゃんけん大会（勝ち残った人にお菓子をプレゼント）
　・マッサージルーム「きらく」（フットケア利用の方に特別アロマオイルで施術）

⓮伊東マリンタウン
TEL.0557-38-3811

●8月1日㈰～31日㈫ 「激ムズ間違い探し」
　大人も唸る！ 激ムズ間違い探し 間違いを全て見つけられた方には賞品をプレゼント！

⓲潮見坂
TEL.053-579-3600

●8月29日㈰ 夏休み元気フェスタ お楽しみ抽選会を行う

⓳伊豆のへそ
TEL.0558-76-1630

▼8月8日㈰9：00～12：00 温泉場お散歩市 地元産品の販売やフリーマーケット、また、旅館が出品する掘り出し市も同時開催
（主催：伊豆長岡温泉、開催場所：伊豆長岡温泉南山荘前）

❶豊根グリーンポート宮嶋
TEL.0536-87-2009

●8月21日㈯・22日㈰10：00～15：00 道の駅夏まつり”夏を楽しもう！”
　あっとたまげるようなものを売ります!!（場所：おったまげ市場）

▼随時募集（1日2回／10：00～、15：00～） 五平餅・こんにゃく・豆腐・そば打ち体験
　下記の体験コースがありますので希望コースをお申し込みください。
　・五平餅・こんにゃく作り体験コース　・そば打ち体験コース
　・豆腐とこんにゃく作り体験コース　（開催場所：三沢高原いこいの里物産加工体験館）
▼8月7日㈯～15日㈰ 山の日フェスタ 青地県最高峰「茶臼山」のある茶臼山高原にて、ランバイク大会、マウンテンボード体

験など奥三河の大自然を体験できるイベントを開催します♪（開催場所：茶臼山高原）

❸田原めっくんはうす
TEL.0531-23-2525

●～11月30日㈫ GoGoサイクルスタンプラリー（太平洋自転車道ナショナル
サイクルルート指定記念イベント） 自転車にて対象施設を利用または訪
問してスタンプを集め渥美半島のお土産が当たる抽選に応募できます。

●8月14日㈯ めっくんマルシェ

▼メロン狩り（場所：田原市各地）
▼～8月中旬 ブルーベリー狩り（場所：田原市各地）
▼～令和4年3月31日㈭ たはら巡り～な
　（場所：田原市一帯）

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●8月1日㈰ 縁日出店 ヨーヨー釣りなど、夏祭りで良く行う催しを仮設店舗前広場にて開催します。
●毎週火曜日 どんぐりの湯 入浴ポイント2倍デー 20ポイントで無料入浴券と交換いたします。
●8月4日㈬、18日㈬（毎月第1・3水曜日） どんぐりの湯 女性入浴ポイント3倍デー 20ポイントで無料入浴券と交換いたします。

❻どんぐりの里いなぶ
TEL.0565-83-3200（観光案内所）

●8月6日㈮、20日㈮（毎月第1・3金曜日） どんぐりの湯 男性入浴ポイント3倍デー 
　20ポイントで無料入浴券と交換いたします。

❿立田ふれあいの里
TEL.0567-23-1011

●8月1日㈰～31日㈫ 蓮の写真展 開始
●8月6日㈮～29日㈰（※予定） ジャンボかぼちゃ品評会

⓬筆柿の里・幸田
TEL.0564-63-5171

●8月7日㈯～9日㈪ お盆セール お楽しみ抽選会

⓭にしお岡ノ山
TEL.0563-55-5821

●毎週土・日曜日 店頭屋台販売 えびせん、果物、乾物、たこ焼など　●8月7日㈯・8日㈰ 地元産梨フェア
●8月7日㈯～15日㈰ 夏休みフェア お盆用仏花・切花や果物。帰省のお手土産に地元名産品充実販売
●8月14日㈯（第2土曜日）、24日㈫（にしおの日） 自分で抹茶をたてる体験
●毎月24日 にしおの日 スタンプカードポイント2倍デー 500円で1ポイント20ポイントで地元名産品プレゼント
●8月31日㈫ 野菜の日感謝デー 直産野菜特売

▼～8月1日㈰（※一部、要申し込み）MANABIフェスタ 
　読み語り、リサイクルバザーなど（電話：0563-56-6200）（場所：一色学びの館（一色町一色東前新田8））
▼～8月29日㈰9：00～17：00開館（休館日：月曜日※祝日を除く） 岩瀬文庫企画展「塩」
　先人たちが行ってきた古代から近代までの塩づくりの歩みを紹介。また、新編西尾市史編さんに伴い発見された市内の

塩田関係も初公開。※観覧無料（場所：西尾市岩瀬文庫）
▼～8月29日㈰（休館日：月曜日※祝日を除く） 一色学びの館企画展「一色の塩づくりの歴史と人びとのくらし」 佐久島や塩田をは

じめとする一色の塩づくりの歴史と人々のくらしについて紹介。※観覧無料（場所：一色学びの館（一色町一色東前新田8））
▼～12月28日㈫9：00～17：00開館（休館日：月曜日※祝日を除く） 尾﨑士郎記念館企画展「三河出身の作家との交流-佐々

木味津三と筒井敏雄-」 『人生劇場』で一世を風靡した作家・尾﨑士郎（吉良町出身）と、同郷の誼で親しく交流した二人の
作家を紹介。※観覧料：200円（中学生以下は無料）（場所：尾﨑士郎記念館）

▼8月22日㈰①午前10：00～11：30 ②13：30～15：00（※要予約（8月3日㈫～予約受付）） 古文書講座「江戸時代の塩づくり
の記録を読んでみよう！」 初心者向け古文書講座※資料代100円、①②とも同じ内容（場所：西尾市岩瀬文庫（亀沢町480））

▼8月25日㈬～28日㈯ ハワイアンフェスティバル 1年に1度、ハワイになる吉良ワイキキビーチ。フラ愛好家のフラダンス
ショーなど、南国ムードのあふれるビーチでハワイを体感！（場所：宮崎海水浴場）

⓯藤川宿
TEL.0564-66-6031

●8月2日㈪（毎月2日） 「藤川宿ファン感謝デー」
　ガラポンでステキな景品をゲットのチャンス！
●毎週水曜日 産直コーナー 玄米30円引きセール
●8月8日㈰～14日㈯ 産直コーナー”お盆切り花販売コーナー”設置

▼8月上旬 奥殿陣屋 
　ひまわりが約2000㎡に5000本あまり咲き誇り

ます。（電話：0564-45-7230）

⓰もっくる新城
TEL.0536-24-3005

●随時開催　軽トラ市 スナックや革製品、電子タバコなどのお店も並びます。
　フリーマーケット 骨董品や手作り小物など何があるかはおたのしみ。

❶飯高駅
TEL.0598-46-1111

● 【いいたかの店】道の駅 特別記念切符 配布開始！！
●水曜ありがとうデー 2,000円お買い上げごとにティッシュ1箱をプレゼント！ ぜひ、お越しください。
●～8月12日㈭ ［いいたかの店］お中元キャンペーン　●～8月16日㈪ 【展示】（飯高茶屋）第2回 池澤哲行 書道展
●～8月30日㈪ ［レストラン］『8月の松花堂弁当』 価格：990円　●～8月31日㈫ 【展示】福田良之 写真展
●～9月9日㈭ ［レストラン］夏限定メニュー 価格：1,360円　●～9月28日㈫ ［いいたかの湯］ひやし湯
●8月1日㈰ ［いいたかの店］グリーンレシートキャンペーン 地域活性化のためにぜひご協力ください！
●8月19日㈭～9月20日㈪ 【展示】（飯高茶屋）第10回 柳瀬春生写真展～蓑虫庵界隈
●8月31日㈫～9月27日㈪ ［レストラン］『9月の松花堂弁当』 価格：990円
●【各種スタンプラリー開催中】
　・～8月31日㈫ スマホでみえ得キャンペーン第4弾　・～11月30日㈫ ネットワークR166スタンプラリー
　・～2022年1月31日㈪ 宇陀・東吉野・香肌峡 温泉巡りスタンプラリー
　・～2022年3月31日㈭ ゆらっとふらっと温泉スタンプラリー

❷菰野
TEL.059-394-0116

▼～9月27日㈪（会期中無休） 今森光彦「自然と暮らす切り紙の世界」
　（場所：パラミタミュージアム）

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売
* * *

⓭紀伊長島マンボウ
TEL.0597-47-5444

●毎週土・日曜日および祝日 店の前にあるマンボウ屋台にて、道の駅紀伊長島マンボウの名物! マンボウの串焼きや鮫の
串焼きなどを販売しています。ぜひ、食べてみてください!

▼毎月第2土曜日9：00～正午 『きいながしま港市』 新鮮な魚介類をはじめ、お寿司、みかん、練り製品など地元特産品が勢ぞろいする
朝市。多くの買い物客でにぎわいます。※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止になる場合がございます。（場所：長島港魚市場）

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●8月1日㈰ 鰹のわら焼き 実演販売　●8月7日㈯・8日㈰ 黒米つかみ取り 配布（小袋）
●8月22日㈰ 子供向け縁日 お楽しみくじ、ヨーヨーすくい、スーパーボールすくい

中部ブロック「道の駅」連絡会事務局 NPO法人 大地とまちを創る匠たち　〒500-8367 岐阜市宇佐南4-8-16　昭和ビル内 （一財）地域総合研究所内　TEL.058-274-9555

⓫関宿
TEL.0595-97-8200

●毎週日曜日9：00頃～16：00頃 地元生産者による野菜の販売
* * *

⓭紀伊長島マンボウ
TEL.0597-47-5444

●毎週土・日曜日および祝日 店の前にあるマンボウ屋台にて、道の駅紀伊長島マンボウの名物！ マンボウの串焼きや鮫の
串焼きなどを販売しています。ぜひ、食べてみてください！

▼毎月第2土曜日9：00～正午 『きいながしま港市』 新鮮な魚介類をはじめ、お寿司、みかん、練り製品など地元特産品が勢ぞろいする
朝市。多くの買い物客でにぎわいます。※新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止になる場合がございます。（場所：長島港魚市場）

⓰津かわげ
TEL.059-244-2755

●7月4日㈰ 七夕～ちびっ子集まれ～ 短冊に願い事書いて頂いた方へお菓子プレゼント
●7月10日㈯・11日㈰11：00～ カキ氷 カキ氷無料配布（先着100名様）
●7月25日㈰ 夏休み宿題用野菜生育観察 野菜の苗配布（先着100名様）　●7月28日㈬ 土用の丑の日  店頭 うなぎ実演販売

▼7月1日㈭～10日㈯ 赤塚アジサイ（ブルーベリー）ガーデン 約100品種、1000株のアジサイが楽しめます。
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感染対策の基本は「手洗い」や
「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
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